
★あたたかい絵本
書 名 著 ・ 編 者 名 出 版 社 出版年 請求番号

そのままのキミがすき きむらゆういち あすなろ書房 2017 Ｂ１１ソ

おうさま
ディック・ブルーナ／文　絵
まつおかきょうこ／訳 福音館書店 2017 Ｐイ

あいってなに？　What is love? マットかずこ 理論社 2016
Pホ
（北）

しろくまのそだてかた うつみのりこ 飛鳥新社 2016
Ｐシ
（北）

歩くはやさで 松本巌 小さい書房 2015 B11ア

あかちゃんがわらうから おーなり由子 ブロンズ新社 2014 Ｐア

わたしの木、こころの木 いせひでこ／絵・文 平凡社 2014 Ｐワ

青のない国 風木一人 小さい書房 2014 B11ア

ねつでやすんでいるキミへ しりあがり寿／作・絵 岩崎書店 2013 Ｐネ

笑顔の花が咲く トレーシー・コーデュロイ １万年堂出版 2013 Pエ

今日　Today 伊藤比呂美　訳 福音館書店 2013 Pキ

雪がふっている レミー・シャーロップ タムラ堂 2013 Pユ

いちりんの花 平山弥生 講談社 2012 Ｐイ

森の音を聞いてごらん 池田あきこ 白泉社 2011 Ｐモ

さようなら、わたしの恋
クロード・Ｋ・デュボア
小川糸　訳

ポプラ社 2011 Ｐサ

おおきな木 シェル・シルヴァスタイン あすなろ書房 2010
Pオ
（北）

きみのかみさま 西原理恵子 角川書店 2010 Pキ

だってだってのおばあさん 佐野洋子/作・絵 フレーベル館 2009 Ｐダ

きみの行く道
ドクター・スース　著
伊藤比呂美　訳

河出書房新書 2008 Ｐキ

きつねのでんわボックス 戸田和代 金の星社 2006 Pキ

だいじょうぶ　だいじょうぶ いとうひろし 講談社 2006 Ｐダ

ねこのき 長田弘 クレヨンハウス 1996 Ｐネ

ちいさいおうち
バージニア　リー　バートン/文　絵

石井桃子/訳 岩波書店 1991 Ｐチ

わすれられないおくりもの Ｓ．バーレイ 評論社 1991 Ｐワ

手ぶくろを買いに
新美南吉／作
黒井健／絵

偕成社 1988 Ｐテ

１００万回生きたねこ 佐野洋子 講談社 1978 Ｐヒ

わたしのワンピース にしまきかやこ こぐま社 1969 Pワ

男女共同参画センター横浜　所蔵資料

              心がふんわり、ほどける本  2018

請求番号：無印はフォーラム、南はフォーラム南太田、北はアートフォーラムあざみ野所蔵です。どの本も３館で貸し出しできます。

2018年5月作成

活字少なめ♡ 



★やさしい絵
書 名 著 ・ 編 者 名 出 版 社 出版年 請求番号

森のノート 酒井駒子 筑摩書房 2017
Ｄ2111モ

（北）

かわいい印象派 高橋明也 東京美術 2016 D211カ

ジェシー・Ｗ・スミスの世界 ジェシー・Ｗ・スミス 新人物往来社 2011 D2111ジ

あっちの女こっちの猫　佐野洋子画文集 佐野洋子/画・文 講談社 1999 D2111ア

ちひろ美術館　１～１２・別巻 いわさきちひろ／著
いわさきちひろ絵本美術館／編

講談社 1998 Ｄ2111チ

草かげの小径　北原礼子画集 北原礼子／画 有峰書店新社 1997 Ｄ2111ク

★やすらぐ詩

みすゞ詩画集　春・秋・冬
金子みすゞ/詩
栗原佳子/画

春陽堂書店 2001～2002 D2412ミ

金子みすゞ童謡集 金子みすゞ ＪＵＬＡ出版
1984
1995
1998

Ｄ2412ワ
Ｄ2412ア
Ｄ2412コ

海からの詩 中原かおり 小学館スクウェア 2015 Ｄ2412ウ

おんなのこ
くどうなおこ/著
佐野洋子/絵

幻戯書房 2015 D2412オ

いつか会った風に　三上緑詩集 三上緑 四季の森社 2013 D2412イ

ねこたちの夜 さわださちこ 出版ワークス 2013 D2412ネ

花の冠 大越桂 朝日新聞出版 2012 Ｄ2412ハ

だんだんおかあさんになっていく おーなり由子 ＰＨＰエディターズ・グループ 2011 Ｄ2412ダ

わたしが一番きれいだったとき 茨木のり子
毎日
コミュニケーションズ 2010 Ｄ2412ワ

やさしくね　やさしいことはつよいのよ 宮城まり子 海竜社 2007
小D2412

ヤ

あいたくて　小さい詩集
工藤直子/著
佐野洋子/絵

大日本図書 1991 Ｄ2412ア

★笑顔になる写真

オウエンとムゼイ イザベラ・ハトコフ　他 ＮＨＫ出版 2006
A361オ

小

おしりポケット　ウォンバットのあかちゃん
ゆうきえつこ／文
福田幸広／写真

そうえん社 2016 Ｐオ

岩合さんの好きなネコ 岩合光昭 辰巳出版 2016 Ｄ2112イ

わたしのかぞく　なにが起こるかな？
ＬＬブック（やさしく読め
る本）制作グループ

樹村房 2015
Ｄ2112ワ

（南）

世界でいちばん素敵な夜空の教室 日本星景写真協会／写真 三才ブックス 2015 Ａ361セ

砂漠のわが家 美奈子アルケトビ 幻冬舎 2014 D2112サ

エガオノオト 歩りえこ キッズレーベル 2010 Ｄ2112エ

プリンス・エドワード島　世界一美しい島の物語 吉村和敏 講談社 2000 Ｄ2112プ
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★心いやす草花
書 名 著 ・ 編 者 名 出 版 社 出版年 請求番号

Ｉ　ＬＯＶＥ　盆栽
葉住直美
ザ・ハレーションズ

エムディエヌコーポレーション 2017 Ｄ217ア

庭の野菜図鑑　青木和子の刺しゅう 青木和子 文化学園文化出版局 2017
Ｄ133ニ
（南）

ひと鉢のアレンジＢＯＯＫ ー エフジー武蔵 2017 Ｄ217ヒ

紫竹おばあちゃんのときめきの花暮らし 紫竹昭葉 世界文化社 2016
D217シ
（南）

世界一うつくしい植物園 木谷美咲 エクスナレッジ 2016
Ｄ217セ
（北）

パリ・ロンドン・北欧の手づくりガーデニング ジュウ・ドゥ・ポゥム ジュウ・ドゥ・ポゥム 2016
Ｄ217パ

（北）

美しき日本の花のおもてなし　花生活、はじめます 今野政代 六耀社 2015 D2122ウ

ベニシアの庭づくり　ハーブと暮らす１２か月
ベニシア・スタンリー・
スミス

世界文化社 2013 D217ベ

ベニシアのハーブ便り　京都・大原の古民家暮らし
ベニシア・スタンリー・
スミス

世界文化社 2007 D217ベ

★ほんわかする言葉・物語

ペコロスの母の忘れもの 岡野雄一 朝日新聞出版 2018 Ａ391ペ

あるかしら書店 ヨシタケシンスケ ポプラ社 2017 Ｅ141ア

あなたが笑うと、あなたの大切な人が笑うよ 西原理恵子 毎日新聞出版 2017
Ｂ341ア
（南）

なんでも解決！もひかん家の家族会ぎ もひかん ワニブックス 2017 Ｂ32ナ

マッティは今日も憂鬱 カロリーナ・コルホネン 方丈社 2017
Ａ313マ

(南）

ヨーコさんの“言葉”
佐野洋子／文　北村裕花／絵
小宮善彰／監修 講談社

2017
2016
2015

サ
サ

D2312サ（南）

いくえみ綾＆くるねこ大和のねこしりとり
いくえみ綾
くるねこ大和

幻冬舎コミックス 2016 イＭ

こころの絵本
なかえよしを
上野紀子

ポプラ社 2016
Ｂ11コ
（北）

それでも僕は夢を見る
水野敬也/作
鉄拳/画

文響社 2014 Ｂ11ソ

モタさんの“言葉” 斎藤茂太 講談社 2012 B11モ

世界一あたたかい人生相談
ビッグイシュー販売者
枝元なほみ

講談社 2011
D143セ
（北）

★ほっとする旅

物語のある風景 ＭｄＮ編集部
エムディエヌコーポ
レーション

2016 Ｆ31モ

世界の美しい街の美しいネコ 小林希 エクスナレッジ 2015 Ｆ31セ

花の溢れる風景、心はなやぐ街 ー
エムディエヌコーポ
レーション

2015 Ｆ311ハ

おとな女子が見たい世界の絶景１００
世界の絶景１００
選考委員会

幻冬舎メディア
コンサルティング

2015 F31オ

奇跡に出逢える世界の聖地 稲田美織 小学館 2014 Ｆ31キ

最高の休日　世界の美しい都市
高作自子・片山美佳子
小野智子・山根麻子／訳

日経ナショナル
ジオグラフィック社

2014 Ｆ31サ

ダヤン日本へ行く 池田あきこ 宝島社 2014 D2413ダ

佐々木薫のアロマテラピー紀行 佐々木薫 主婦の友社 2012
C313サ
（北）
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★家族の病気を子どもに伝える絵本
ボクのことわすれちゃったの？
お父さんはアルコール依存症

プルスアルハ ゆまに書房 2014 C32カ

お母さんどうしちゃったの…
統合失調症になったの　前編

プルスアルハ ゆまに書房 2013 C32カ

お母さんは静養中
統合失調症になったの　後編

プルスアルハ ゆまに書房 2013 C32カ

ボクのせいかも…　お母さんがうつ病になったの プルスアルハ ゆまに書房 2012 C32カ

◆フォーラム（男女共同参画センター横浜）の情報ライブラリは、女性にも男性にも役

立つ、男女共同参画社会をテーマにした情報を収集し、提供しています。 

◆資料はどなたでもご利用できます。横浜市在住または在勤・在学の方にはライブラ

リカードを発行し貸出をしています。 

◆フォーラム（男女共同参画センター横浜）、フォーラム南太田（男女共同参画センタ

ー横浜南）、アートフォーラムあざみ野（男女共同参画センター横浜北）の３館の資

料はどの館からも取り寄せて借りることができます。 

男女共同参画センター横浜 

情報ライブラリ 

ＴＥＬ：045-862-5056 

本の検索・予約はこちらのＱＲコードから 


